
日 曜 献立名 体の組織をつくる食品 体の調子を整える食品 エネルギーになる食品 ｴﾈﾙｷﾞｰ たんぱく質 脂質
食塩

相当量

ごはん　味つけもずくめかぶ　牛乳（乳） 牛乳（乳） にんじん　こんにゃく ごはん　米油　じゃがいも
たらフライ（麦） 豚肉　たら　 玉ねぎ 砂糖　でん粉 854 32.0 21.0 2.4
肉じゃが もずく　めかぶ さやいんげん パン粉（麦）　小麦粉（麦） kcal g g g

ごはん　牛乳（乳） 牛乳（乳） にんじん　大根　こんにゃく ごはん　じゃがいも
とり肉のアップルソースかけ 豚肉　豆腐 玉ねぎ　長ねぎ　にんにく でん粉　米油 806 33.3 23.4 2.6
豚汁 みそ　とり肉 りんご　レモン 砂糖 kcal g g g

ツナごはん　牛乳（乳） 牛乳（乳）　豚肉　とり肉 干ししいたけ　にんじん ごはん　春雨
炒り豆腐つつみ焼き ゼラチン　大豆　豆腐 玉ねぎ　小松菜　しょうが 砂糖　でん粉 846 32.1 26.0 2.8
春雨スープ　オレンジ まぐろフレーク 枝豆　オレンジ 油 kcal g g g
麦ごはん　牛乳（乳） 牛乳（乳） しょうが　にんにく　にんじん　もやし ごはん　大麦
豚丼 とり肉　豆腐 とうもろこし　長ねぎ　こんにゃく 米油　じゃがいも 753 30.9 17.9 2.5
どさんこ汁（乳） みそ　豚肉 玉ねぎ　さやいんげん バター（乳）　砂糖 kcal g g g

ごはん　牛乳（乳） 牛乳（乳）　油揚げ ごぼう　大根 ごはん　じゃがいも　でん粉
かつおの揚げびたし 豆腐　みそ にんじん　こんにゃく 米油　砂糖　ごま 817 33.0 19.2 2.2
いなか汁　月見だんご かつお　小豆 長ねぎ　しょうが 上新粉　水あめ kcal g g g
コッペパン（乳,麦）　牛乳（乳）コーヒー 牛乳（乳） にんじん　玉ねぎ 　　　　　　パン（乳,麦）
チリコンカン とり肉　豚肉 小松菜　　梨 　　　　　　じゃがいも　米油 806 36.3 21.4 2.9
とり肉とじゃがいものスープ　梨 大豆 にんにく　 　　　　　　米粉　砂糖 kcal g g g
ポークカレーライス（乳,麦） 牛乳（乳）　豚肉 にんにく　にんじん ごはん　米油　じゃがいも
牛乳（乳） チーズ（乳）　スキムミルク（乳） 玉ねぎ　キャベツ カレールウ（麦） 845 25.2 25.9 3.4
ウインナーとキャベツのソテー ウインナー 小松菜 ハヤシルウ（麦） kcal g g g

ごはん　牛乳（乳） 牛乳（乳）　油揚げ ごぼう　にんじん　こんにゃく ごはん　米油
ほっけの昆布しょうゆ焼き 豆腐　みそ　ほっけ 大根　小松菜 じゃがいも　砂糖 748 28.2 18.9 1.7
みそけんちん汁　豆乳プリン 豆乳 長ねぎ　トマト 水あめ　パーム油 kcal g g g
きつねうどん＜ソフトめん（麦）＋きつねかけ汁＞ 牛乳（乳） にんじん　玉ねぎ　小松菜 ソフトめん（麦）
牛乳（乳） とり肉　なると 長ねぎ　ごぼう　春菊 小麦粉（麦） 832 31.4 23.5 3.1
野菜かき揚げ（麦）　オレンジ 油揚げ オレンジ 油　米油 kcal g g g

ごはん　牛乳（乳） 牛乳（乳）　とり肉 　　　にんじん ごはん　でん粉
さばのみそ煮　五目きんぴら みそ　さば　卵（卵） 　　　玉ねぎ　にら 米油　砂糖 794 34.2 22.4 3.0
にらたま汁（卵） 豚肉　さつま揚げ 　　　ごぼう ごま kcal g g g

2 金

　　　　　　　　　　　令和４年９月分  学校給食予定献立表 （中学校）

小名浜学校給食共同調理場

 🐟 魚食給食 🐟　いわき市では毎月7日を「魚食の日」としています。給食でも毎月「常磐もの」を給食に取り入れていきます。今日の魚は「たら」です。

1 木

7 水

8 木

♪中央台南小学校・小名浜第一中学校リクエストメニュー♪　献立のＣМです。「みんなが好きなツナごはんに人気のメニューを組み合わせ、完食できるように考えました。おいしく食べてください。」

5 月

6 火

9 金

12 月

13 火

☆一汁二菜の日☆　主食（ごはん）、主菜（魚・肉・卵・豆のおかず）、副菜（主に野菜料理）、汁物がそろった一汁二菜の献立です。

14 水

♪小名浜第二小学校・小名浜西小学校・泉中学校リクエストメニュー♪　献立のＣМです。「栄養バランスを考えて野菜たっぷりの豚汁と、大人気のとり肉のアップルソースにしました。残さず食べて幸せをかみしめよう。SDGｓで持続可能な社会を！」

○お月見献立○　９月１０日は十五夜です。収穫した農作物に感謝し、すすきや月見だんごなどをお供えする風習が昔からあります。今日の給食には、「月見だんご」がつきます。

🐟 魚食給食 🐟　いわき市では毎月7日を「魚食の日」としています。今日の給食の常磐ものは「かつお」です。

◎ 今月の食育目標「規則正しい食事をしよう」 

給食回数 20回 平均栄養価：エネルギー816kcal たんぱく質31.8ｇ 脂質23.0ｇ カルシウム403㎎ 食塩相当量2.8ｇ

福島県産の 

卵です。 

ごはんにかけて 

食べましょう。 

いわき産の 

梨を使います。 

福島県産の 

豚肉です。 



給食回数 20回 平均栄養価：エネルギー816kcal たんぱく質31.8ｇ 脂質23.0ｇ カルシウム403㎎ 食塩相当量2.8ｇ



日 曜 献立名 体の組織をつくる食品 体の調子を整える食品 エネルギーになる食品 ｴﾈﾙｷﾞｰ たんぱく質 脂質
食塩

相当量

ドックパン（乳,麦）　牛乳（乳） 牛乳（乳）　とり肉　チーズ（乳） にんじん　玉ねぎ　かぼちゃ パン（乳,麦）　米油　でん粉
ウインナー トマトソースかけ　フィッシュビーンズ スキムミルク（乳）　ウインナー にんにく　トマト シチュールウ（乳,麦） 861 31.8 31.8 3.2
かぼちゃポタージュ（乳,麦）　オレンジ 煮干し　青のり　大豆 セロリ　オレンジ 生クリーム（乳）　ごま　砂糖 kcal g g g

麦ごはん　牛乳（乳） 牛乳（乳）　とり肉　みそ ごぼう　にんじん　大根 ごはん　大麦　さつまいも
ししゃもフライ②（麦）　ひじきの油炒め 豆腐　ししゃも　豚肉 長ねぎ　干ししいたけ でん粉　パン粉（麦） 822 32.4 21.8 3.1
さつまいものみそ汁 干しひじき　さつま揚げ こんにゃく　さやいんげん 小麦粉（麦）　米油　砂糖 kcal g g g

ゆかりごはん　牛乳（乳） 牛乳（乳）　油揚げ　豆腐 赤しそ　玉ねぎ ごはん　じゃがいも　砂糖
レバーメンチカツ（麦） いり大豆　みそ　とりレバー 小松菜　にんじん でん粉　パン粉（麦）　小麦粉（麦） 895 30.8 22.3 3.1
打ち豆入りみそ汁　はちみつレモンゼリー とり肉　大豆 レモン 米油　はちみつ　水あめ kcal g g g
ごはん　牛乳（乳） 牛乳（乳） にんにく　玉ねぎ　マッシュルーム ごはん　米油
ツナと青菜のソテー 大豆  豚肉 りんご　トマト　パセリ　にんじん じゃがいも 832 28.0 23.6 2.6
ビーンズシチュー まぐろフレーク とうもろこし　小松菜 米粉ハヤシルウ kcal g g g
食パン（乳,麦）　牛乳（乳） 牛乳（乳）　とり肉 にんじん　玉ねぎ　とうもろこし       パン（乳,麦）
ハンバーグ シャリアピンソースかけ 豆腐　わかめ えのきたけ　小松菜　しょうが       じゃがいも　でん粉 774 33.7 22.2 3.0
わかめと野菜のスープ　ぶどう② 大豆　豚肉 にんにく　トマト　レモン　ぶどう      砂糖　ラード kcal g g g

ごはん　牛乳（乳） 牛乳（乳）　豆腐 にんじん　こんにゃく　大根 　　　　　　　ごはん　砂糖　油
厚焼き卵（卵）　ブロッコリーのおかかマヨ和え みそ　卵（卵） なめこ　玉ねぎ　小松菜 　　　　　　　じゃがいも　でん粉 755 30.7 20.9 2.4
なめこと野菜のみそ汁 とり肉　かつお節 ブロッコリー　もやし 　　　　　　　ノンエッグマヨネーズ kcal g g g
塩ラーメン＜中華ソフトめん（麦）＋塩味スープ＞ 牛乳（乳）　豚肉 しょうが　にんにく　にんじん　干ししいたけ 中華ソフトめん（麦）　米油
牛乳（乳） とり肉 もやし　とうもろこし　キャベツ　長ねぎ ごま油　砂糖　なたね油 759 30.8 17.6 3.1
ほうれん草入りぎょうざ②（麦）　オレンジ 大豆 小松菜　こんにゃく　ほうれん草　オレンジ ラード　小麦粉（麦） kcal g g g

ごはん　牛乳（乳） 牛乳（乳）　豆腐 玉ねぎ　長ねぎ　小松菜　にんじん 　　　　　　　ごはん　じゃがいも
まだいフライ（麦）　ソース みそ  油揚げ  またい 干ししいたけ　こんにゃく 　　　　　　　でん粉　パン粉（麦） 849 36.0 25.8 2.8
切り干し大根の含め煮　小松菜のみそ汁 とり肉　さつま揚げ 切り干し大根　さやいんげん 　　　　　　　米油　砂糖 kcal g g g
コッペパン（乳,麦）　マーシャルビーンズ（乳）　牛乳（乳） 牛乳（乳） にんにく　にんじん　玉ねぎ パン（乳,麦）　米油
とり肉のバジル焼き ベーコン マッシュルーム　トマト じゃがいも　オリーブオイル 863 34.9 32.4 3.1
ベーコンと野菜のトマト煮　オレンジ とり肉 さやいんげん　バジル　オレンジ マーシャルビーンズ（乳） kcal g g g
ごはん　牛乳（乳） 牛乳（乳）　とり肉 にんじん　大根　玉ねぎ ごはん　じゃがいも
マーボーなす 豆腐　大豆　みそ 長ねぎ　にんにく　しょうが 米油　砂糖 804 29.3 21.4 2.5
呉汁　アセロラゼリー 油揚げ　豚肉 なす　ピーマン　りんご　アセロラ でん粉 kcal g g g

9月（中学校） 小名浜学校給食共同調理場

21 水

22 木

20 火

☆一汁二菜の日☆　主食（ごはん）、主菜（魚・肉・卵・豆のおかず）、副菜（主に野菜料理）、汁物がそろった一汁二菜の献立です。

　☆一汁二菜の日☆　主食（ごはん）、主菜（魚・肉・卵・豆のおかず）、副菜（主に野菜料理）、汁物がそろった一汁二菜の献立です。

29 木

30 金

<学校給食摂取基準>いわき市の生徒の身長体重の状況をふまえ、基準を策定しています。

※食材は、安全を確認したものを使用します。そのため食材がそろわない時には、献立や使用食材を変更する場合があります。※学校給食では［そば･落花生］を使用しておりません。

☆朝食モデルメニュー☆　　主食(ごはん)、主菜(魚・肉・卵・豆のおかず)、副菜(主に野菜料理)、汁物がそろった一汁二菜の献立で、日本型食事の理想的な朝ごはんメニューです。

26

15 木

16 金

※アレルギー物質を含む献立・食品の場合は、名称のうしろに(　)で表記してあります。　卵…(卵)･牛乳…(乳)･小麦…(麦)･えび…(え)･かに…(か)　

月

27 火

28 水

はしを

忘れずに！

エネルギー

kcal 

たんぱく質 

ｇ 
脂質 

ｇ 
ナトリウム 

   ｇ 
カルシウム 

ｍｇ 
マグネシウム 

ｍｇ 

鉄 

ｍｇ 
ビタミンＡ 

μg 
ビタミンＢ１ 

ｍｇ 
ビタミンＢ２ 

ｍｇ 
ビタミンＣ 

ｍｇ 
食物繊維 

ｇ 

810 26～41 18～27 
食塩相当量 

2．７未満 
450 120 ４．５ 

ﾚﾁﾉｰﾙ換算 

300 
0．５ 0．６ 35 ７ 

 

 

いわき産の 

なめこです。 

いわき産のトマトを 

使います。 

いわき産の 

トマトを使い 

ます。 

福島県産の 

豚肉です。 


